
都道府県 実施機関名 郵便番号 所在地 電話番号

青森 一般財団法人双仁会　青森厚生病院 038-0042 青森県青森市大字新城字山田488-1 017-788-3121

青森 村上新町病院 030-0801 青森県青森市新町２－１－１３ 017-723-1111

青森 青森保健生活協同組合　あおもり協立病院 030-0847 青森県青森市東大野2-1-10 017-762-5500

青森 一般財団法人　医療と育成のための研究所清明会鳴海病院健康管理センター 036-8183 青森県弘前市品川町１９番地 0172-37-2550

青森 津軽保健生活協同組合　健生病院 036-8511 青森県弘前市大字扇町２丁目２番地２ 0172-55-7717

青森 医療法人社団豊仁会　八戸城北病院 039-1165 青森県八戸市石堂1-14-14 0178-20-2222

青森 八戸西健診プラザ 039-1103 青森県八戸市長苗代字中坪７４－１ 0178-21-1717

青森 一般財団法人双仁会　黒石厚生病院 036-0351 青森県黒石市大字黒石字建石9-1 0172-52-4121

青森 医療法人済生堂　増田病院 037-0045 青森県五所川原市字新町41 0173-35-2726

青森 つがる西北五広域連合つがる総合病院 037-0074 青森県五所川原市字岩木町12-3 0173-35-3111

青森 医療法人赤心会　十和田東病院 034-0001 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-247 0176-22-5252

青森 一般財団法人仁和会　三沢中央病院 033-0001 青森県三沢市中央町3-11-2 0176-57-1111

青森 公立　七戸病院 039-2595 青森県上北郡七戸町字影津内９８－１ 0176-62-2105

青森 三戸町国民健康保険三戸中央病院 039-0141 青森県三戸郡三戸町大字川守田字元木平９－１ 0179-20-1131

青森 南部病院 039-0105 青森県三戸郡南部町沖田面字千刈52-2 0179-34-3131

青森 独立行政法人国立病院機構八戸病院 031-0003 青森県八戸市吹上３丁目１３番１号 0178-45-6111

青森 公益財団法人青森県総合健診センター 030-0962 青森県青森市佃2-19-12 017-741-2336

青森 公益財団法人八戸市総合健診センター 031-0011 青森県八戸市田向三丁目６番１５号 0178-70-5563

青森 一般財団法人全日本労働福祉協会　青森県支部 030-0921 青森県青森市原別1-2-35 017-736-8955

青森 一般社団法人慈恵会　疾病予防施設　慈恵クリニック 038-0021 青森県青森市安田字近野１６０－３ 017-782-8711

岩手 医療法人　遠山病院 020-0877 岩手県盛岡市下ノ橋町６番１４号 019-651-2118

岩手 特定医療法人　盛岡つなぎ温泉病院 020-0055 岩手県盛岡市繋字尾入野６４番地９ 019-689-2101

岩手 盛岡医療生活協同組合　川久保病院 020-0835 岩手県盛岡市津志田26-30-1 019-635-1489

岩手 医療法人社団愛和会　盛岡南病院 020-0835 岩手県盛岡市津志田１３－１８－４ 019-632-2311

岩手 医療法人友愛会　盛岡友愛病院 020-0834 岩手県盛岡市永井１２地割１０番地 019-638-2222

岩手 社団医療法人啓愛会　孝仁病院 020-0052 岩手県盛岡市中太田泉田２８番地 019-656-2888

岩手 岩手県対がん協会　いわて健康管理センター 020-0864 岩手県盛岡市西仙北１丁目１７－１８ 019-618-0151

岩手 公益財団法人　岩手県予防医学協会 020-8585 岩手県盛岡市北飯岡４丁目８番５号 0570-00-7185

岩手 社会福祉法人恩賜財団済生会　北上済生会病院 024-8506 岩手県北上市九年橋三丁目１５番３３号 0197-64-7722

岩手 社団医療法人康生会　鶯宿温泉病院 020-0573 岩手県岩手郡雫石町南畑第32地割265 019-695-2321

岩手 岩手県対がん協会　すこや館 028-3609 岩手県紫波郡矢巾町医大通２丁目１－６ 019-618-0151

岩手 社団医療法人啓愛会 健診センター 023-0106 岩手県奥州市水沢羽田町久保5（井筒医院） 0197-51-6817

宮城 塩竈市立病院 985-0054 宮城県塩竈市香津町７番１号 022-364-5521

宮城 公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院 985-8506 宮城県塩竃市錦町１６－５ 022-367-9053

宮城 医療法人社団赤石会赤石病院 985-0023 宮城県塩釜市花立町２２－４２ 022-367-7477

宮城 医療法人浄仁会　大泉記念病院 989-0731 宮城県白石市福岡深谷一本松5-1 0224-22-2111
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宮城 医療法人金上仁友会　金上病院 981-1505 宮城県角田市角田字田町123 0224-63-1032

宮城 医療法人友仁会　松島病院 981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字浜1-26 022-354-5811

宮城 宮城利府掖済会病院 981-0103 宮城県宮城郡利府町森郷字新太子堂５１ 022-767-2151

宮城 南三陸病院 986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田１４番地３ 0226-46-3646

宮城 独立行政法人労働者健康安全機構　東北労災病院 981-8563 宮城県仙台市青葉区台原４丁目３－２１ 022-275-1534

宮城 医療法人光成会　宮城中央病院 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-9-17 022-224-1307

宮城 公益財団法人　宮城県対がん協会附属診療所 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉５丁目７－３０ 022-263-1528

宮城 （公財）宮城厚生協会　仙台錦町診療所 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉3-2-28　アクス上杉ビル3階 022-222-7997

宮城 公益財団法人宮城県結核予防会　健康相談所　興生館 980-0004 宮城県仙台市青葉区宮町1-1-5 022-221-4461

宮城 一般財団法人宮城県予防医学協会附属勾当台診療所 981-0011 宮城県仙台市青葉区上杉１－６－６　イースタンビル５Ｆ 0570-010-955

宮城 一般財団法人　宮城県成人病予防協会　中央診療所 980-6112 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1　ＡＥＲ１２階 022-375-7113

宮城 医療法人社団進興会　せんだい総合健診クリニック 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町１－９－１　仙台トラストタワー４Ｆ 022-221-0066

宮城 公益財団法人宮城県結核予防会　複十字健診センター 989-3203 宮城県仙台市青葉区中山吉成２丁目３番１号 022-719-5161

宮城 仙台星陵クリニック 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通２丁目４番４５号 022-273-3533

宮城 厚生仙台クリニック 981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木1丁目5-45 022-727-8020

宮城 一般財団法人杜の都産業保健会　一番町健診クリニック 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町４－９－１８　ＴＩＣビル４・５階 022-217-6678

宮城 一般財団法人杜の都産業保健会　附属仙台健診センター 983-0031 宮城県仙台市宮城野区小鶴1-21-8 022-251-7261

宮城 社会医療法人　康陽会　中嶋病院 983-0835 宮城県仙台市宮城野区大梶15-27 022-292-2234

宮城 医療法人財団明理会　ＩＭＳ　Ｍｅ－Ｌｉｆｅ　クリニック仙台 983-8477 宮城県仙台市宮城野区榴岡１－１－１ＪＲ仙台イーストゲートビル４Ｆ 022-792-5000

宮城 東北医科薬科大学　若林病院 984-8568 宮城県仙台市若林区大和町２－２９－１ 022-236-5881

宮城 葵会仙台病院 984-0030 宮城県仙台市若林区荒井東１－６－８ 022-380-1177

宮城 独立行政法人地域医療機能推進機構　仙台南病院 981-1103 宮城県仙台市太白区中田町字前沖１４３番 022-306-1721

宮城 公益財団法人宮城厚生協会　長町病院 982-0011 宮城県仙台市太白区長町3-7-26 022-746-5161

宮城 公益財団法人宮城厚生協会　泉病院 981-3212 宮城県仙台市泉区2-1-1 022-378-5378

宮城 医療法人松田会　松田病院 981-3217 宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1 022-378-5666

宮城 一般財団法人　宮城県成人病予防協会　附属仙台循環器病センター 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-6-12 022-375-7113

宮城 独立行政法人地域医療機能推進機構　仙台病院 981-3281 宮城県仙台市泉区紫山２丁目１－１ 022-378-9119

宮城 医療法人徳洲会　仙台徳洲会病院 981-3116 宮城県仙台市泉区高玉町９－８ 022-771-5117

宮城 医療法人仁泉会　みやぎ健診プラザ 984-0015 宮城県仙台市若林区卸町1-6-9 022-231-3655

秋田 医療法人運忠会　土崎病院 011-0946 秋田県秋田市土崎港中央4-4-26 018-845-4121

秋田 医療法人久盛会　秋田緑ヶ丘病院 011-0911 秋田県秋田市飯島字堀川８４番地 018-845-2161

秋田 社会医療法人明和会　中通総合病院 010-8577 秋田県秋田市南通みその町３－１５ 018-833-1122

秋田 秋田赤十字病院 010-1495 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢２２２番地１ 018-829-5220

秋田 秋田厚生医療センター 011-0948 秋田県秋田市飯島西袋1-1-1 018-880-3013

秋田 秋田赤十字病院附属あきた健康管理センター 010-0001 秋田県秋田市中通三丁目４番２３号 018-832-1601

秋田 社会医療法人正和会　五十嵐記念病院 011-0946 秋田県秋田市土崎港中央1丁目17-23 018-845-0251
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秋田 地方独立行政法人市立秋田総合病院 010-0933 秋田県秋田市川元松丘町４番３０号 018-827-5084

秋田 白根医院 010-0922 秋田県秋田市旭北栄町５番２９号 018-862-1330

秋田 市立横手病院 013-8602 秋田県横手市根岸町５番３１号 0182-33-9724

秋田 市立大森病院 013-0525 秋田県横手市大森町字菅生田245-205 0182-26-2170

秋田 医療法人健永会　大館記念病院 017-0044 秋田県大館市御成町3-2-3 0186-42-2305

秋田 秋田労災病院 018-5604 秋田県大館市軽井沢字下岱30 0186-52-3131

秋田 社会医療法人青嵐会　本荘第一病院 015-8567 秋田県由利本荘市岩渕下１１０ 0184-27-1117

秋田 由利組合総合病院 015-8511 秋田県由利本荘市川口字家後38 0184-27-1220

秋田 医療法人　佐藤病院 015-8555 秋田県由利本荘市小人町１１７番地３ 0184-74-7617

秋田 北秋田市民病院 018-4221 秋田県北秋田市下杉字上清水沢16-29 0186-62-7010

秋田 医療法人薫風会　象潟病院 018-0153 秋田県にかほ市象潟町小滝字麻針堰16 0184-44-2341

山形 篠田総合病院 990-0045 山形県山形市桜町2-68 023-623-1711

山形 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 990-8545 山形県山形市沖町７９番１ 023-682-1111

山形 医療法人徳洲会　山形徳洲会病院 990-0834 山形県山形市清住町2-3-51 023-647-3418

山形 一般財団法人　日本健康管理協会　山形健康管理センター 990-0813 山形県山形市桧町４－８－３０ 023-681-7760

山形 矢吹病院 990-0885 山形県山形市嶋北4-5-5 023-682-8566

山形 一般財団法人全日本労働福祉協会 東北支部 990-0853 山形県山形市西崎49-6 023-673-0707

山形 一般財団法人三友堂病院 992-0045 山形県米沢市中央６－１－２１９ 0238-24-3710

山形 医療法人　舟山病院 992-0027 山形県米沢市駅前2-4-8 0238-23-4435

山形 健生ふれあいクリニック 998-0018 山形県酒田市泉町１番１６ 0234-33-6333

山形 医療法人徳洲会　新庄徳洲会病院 996-0041 山形県新庄市大字鳥越字駒場４６２３ 0233-23-3434

山形 医療法人徳洲会　庄内余目病院 999-7782 山形県東田川郡庄内町松陽１－１－１ 0234-43-2424

福島 社会医療法人福島厚生会　福島第一病院 960-8251 福島県福島市北沢又字成出16-2 024-557-5127

福島 医療法人社団敬愛会福島西部病院 960-8071 福島県福島市東中央３丁目１５番地 024-533-2121

福島 きらり健康生活協同組合　須川診療所 960-8055 福島県福島市野田町１丁目１２ー７２ 024-531-6311

福島 医療法人創仁会　東日本診療所 960-1108 福島県福島市成川字台28-1 024-545-5801

福島 公益財団法人福島県労働保健センター 960-0114 福島県福島市沖高字北貴船1-2 024-554-1133

福島 きらり健康生活協同組合　上松川診療所 960-8251 福島県福島市北沢又字番匠田５番地 024-558-1111

福島 きらり健康生活協同組合　とやのクリニック 960-8152 福島県福島市鳥谷野字宮畑64-1 024-544-1122

福島 一般財団法人脳神経疾患研究所　附属南東北福島病院 960-2102 福島県福島市荒井北3-1-13 024-593-6257

福島 社会福祉法人恩賜財団済生会　福島総合病院 960-1101 福島県福島市大森字下原田２５ 024-544-5171

福島 きらり健康生活協同組合　せのうえ健康クリニック 960-0101 福島県福島市瀬上町字四斗蒔1-6 024-554-5757

福島 一般財団法人大原記念財団大原綜合病院 960-8611 福島県福島市上町６－１ 024-523-1120

福島 福島赤十字病院 960-8530 福島県福島市八島町7-7 024-534-6101

福島 一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院 965-8585 福島県会津若松市山鹿町3-27 0120-274-233

福島 会津中央病院 965-8611 福島県会津若松市鶴賀町1番1号 024-225-2082
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福島 医療法人　明精会　会津西病院 969-6192 福島県会津若松市北会津町東小松2335 0242-56-2233

福島 公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター付属病院 969-3492 福島県会津若松市河東町谷沢字前田２１番地２ 0242-75-2100

福島 一般財団法人太田総合病院附属太田熱海病院 963-1383 福島県郡山市熱海町熱海５丁目２４０番地 024-984-3307

福島 医療法人佐藤胃腸病院　佐藤胃腸科外科病院 963-8834 福島県郡山市図景1丁目4番6号 024-922-3800

福島 一般財団法人慈山会医学研究所付属　坪井病院 963-0197 福島県郡山市安積町長久保1-10-13 024-946-0808

福島 一般財団法人　脳神経疾患研究所　附属　総合南東北病院 963-8563 福島県郡山市八山田七丁目１１５ 0120-39-5611

福島 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂クリニック 963-8002 福島県郡山市駅前１丁目５番７号 024-939-4616

福島 公益財団法人　星総合病院 963-8501 福島県郡山市向河原町１５９番地１号 024-983-5511

福島 医療法人慈繁会付属　土屋病院 963-8841 福島県郡山市字山崎76番1 024-932-5435

福島 公益財団法人磐城済世会松村健診センター 970-8516 福島県いわき市平字小太郎町１－１ 0246-22-9915

福島 いわき湯本病院 972-8321 福島県いわき市常磐湯本町台山6 0246-42-3188

福島 社団医療法人呉羽会呉羽総合病院 979-0141 福島県いわき市錦町落合１番地の１ 0246-62-3075

福島 社団医療法人　養生会　かしま病院 971-8143 福島県いわき市鹿島町下蔵持字中沢目２２－１ 0246-58-8090

福島 浜通り医療生活協同組合　小名浜生協病院 971-8151 福島県いわき市小名浜岡小名字山ﾉ神32 0246-84-6225

福島 公益財団法人　ときわ会　磐城中央病院 971-8112 福島県いわき市小名浜南字富岡字富士前４１ 0570-200-280

福島 白河厚生総合病院 961-0005 福島県白河市豊地上弥次郎２番地１ 0248-22-2211

福島 公立岩瀬病院 962-8503 福島県須賀川市北町２０番地 0248-75-3111

福島 医療法人平心会　須賀川病院 962-0022 福島県須賀川市丸田町17 0248-75-2211

福島 南東北春日リハビリテーション病院 962-0817 福島県須賀川市南上町123-1 0248-63-7106

福島 医療法人三愛会　池田記念病院 962-0001 福島県須賀川市森宿字狐石129-7 0248-94-2315

福島 医療法人　佐原病院 966-0838 福島県喜多方市字永久7689-1 0241-22-5321

福島 医療法人昨雲会　飯塚病院附属有隣病院 966-0902 福島県喜多方市松山町村松字北原3643-1 0241-24-5021

福島 医療法人爽陽会　鳴瀬病院 966-0087 福島県喜多方市字稲荷宮7307番地の1 0241-24-3333

福島 医療法人社団茶畑会　相馬中央病院 976-0016 福島県相馬市沖ノ内3-5-18 0244-36-6611

福島 医療法人辰星会　枡病院 964-8567 福島県二本松市本町1-103 0243-22-2828

福島 独立行政法人地域医療機能推進機構　二本松病院 964-8501 福島県二本松市成田町１丁目５５３番地 0243-23-9889

福島 医療法人相雲会　小野田病院 975-0004 福島県南相馬市原町区旭町3-21 0244-24-1111

福島 北福島医療センター 960-0502 福島県伊達市箱崎字東23-1 024-551-0109

福島 医療法人慈久会　谷病院 969-1131 福島県本宮市本宮字南町裡149 0243-33-2721

福島 公立藤田総合病院 969-1793 福島県伊達郡国見町大字塚野目字三本木14 024-585-2121

福島 済生会川俣病院 960-1406 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字川端２番地４ 024-566-2323

福島 済生会春日診療所 960-1428 福島県伊達郡川俣町字五百田２０－１ 024-566-2707

福島 公益財団法人　会田病院 969-0213 福島県西白河郡矢吹町本町２１６番地 0248-42-3592

福島 福島県厚生農業協同組合連合会　塙厚生病院 963-5493 福島県東白川郡塙町大字塙字大町１丁目５番地 0247-43-1145

福島 医療法人伸裕会　渡辺病院 979-2611 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字原92 0244-63-2205

福島 独立行政法人国立病院機構　いわき病院 971-8126 福島県いわき市小名浜野田字八合88-1 0246-88-7101



都道府県 実施機関名 郵便番号 所在地 電話番号

福島 公益財団法人福島県保健衛生協会 960-8550 福島県福島市方木田字水戸内19-6 024-546-0395


